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教育委員会定例会会議録 

 平成29年８月17日午後３時21分教育長神原聡が教育委員会定例会を茅ヶ崎市役所分庁舎

５階特別会議室に招集した教育委員会定例会（会議録別に作成）に引き続く非公開部分の

会議の大要は、次のとおり。 

   ①会議出席委員及び②会議出席事務局職員は定例会会議録記載のとおり。 

 

午後３時21分開会 

○神原教育長 次に、日程第４ 教委議案第28号平成29年度教育費の補正予算についてを

議題といたします。 

 担当事務局、説明をお願いいたします。 

○学務課長 日程第４ 教委議案第28号平成29年度教育費の補正予算のうち、要保護及び

準要保護児童・生徒就学援助費及び今宿小学校給食調理場建設事業費について、学務課長

よりご説明いたします。議案書は８ページから12ページになります。 

 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費の補正につきましては、文部科学省より平成

29年３月31日付、平成29年度要保護児童生徒援助費補助金についての通知が発布され、要

保護児童生徒援助費補助金の予算単価、標準単価、国庫補助金限度単価が示されたことに

より、本市の就学援助費の新入学児童・生徒学用品費等の単価改正を行うもので、今回の

補正の金額につきましては、今年度４月に小学校及び中学校に入学した児童・生徒の実数

に基づき計上した数字でございます。 

 ９ページ、歳入の款14国庫支出金項２国庫補助金目８教育費国庫補助金節１小学校費補

助金及び節２中学校費補助金の補正額につきましては、小学校における特別支援教育児童

就学奨励費補助金６万5000円と中学校における特別支援教育生徒就学奨励費補助金４万

7000円で、障害を持つ児童・生徒に援助する額の２分の１が歳入となります。 

 款15県支出金項２県補助金目６教育費県補助金節２中学校費補助金に該当する市町村被

災生徒就学支援事業費補助金につきましては、被災生徒への補助であり、県より10分の10

の補助金２万3000円が歳入となります。現在は新入学に係る被災対象生徒は中学のみのた

め、小学校費の補正はありません。 

 続きまして、10ページの歳出についての説明となります。 

 款10教育費項２小学校費目２教育振興費節20扶助費につきましては、要保護及び準要保

護児童就学援助費として461万3000円を補正額として計上しております。また、11ページ
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の款10教育費項３中学校費目２教育振興費節20扶助費につきましても、要保護及び準要保

護生徒就学援助費として928万7000円を補正額として計上しております。ちなみに、国庫

補助金の対象となっているのは特別支援教育児童就学奨励費の13万2000円と特別支援教育

生徒就学奨励費の９万6000円のみで、そのほかは市単独事業となっております。 

 今回の補正につきましては、行政改革推進室が行っているＣ３成長加速化方針に基づ

き、財政課とも協議を重ね、平成30年４月から新入学児童・生徒学用品費以外の援助メ

ニューの見直しを行うことを条件に計上したものでございます。このような財政的な事情

がある中ではございますが、今後、来年度の新入学児童・生徒に対する新入学児童・生徒

学用品費の前倒し支給の補正を今後控えておりますので、この場をかりてご報告させてい

ただきます。 

 続きまして、今宿小学校給食調理場建設事業費についてご説明いたします。議案書は10

ページと12ページになります。 

 まずは、12ページの継続費に関する調書をごらんください。平成28年11月より設計業務

を実施しております今宿小学校給食調理場の新設事業につきましては、30年度に予定をし

ている工事のボリュームが大きく、31年４月に運用を開始するためには29年度からの着工

が必要になりました。そのため、29年度と30年度の２カ年の継続事業とし、これに要する

工事請負費５億8398万8000円を継続費とするものでございます。 

 続きまして、10ページをごらんください。今回補正いたしますのは、款10教育費項２小

学校費目３学校建設費節15工事請負費の3349万2000円で、既設の体育倉庫防球ネットの撤

去や仮設体育倉庫設置、配線切り回し電気工事等の先行工事を行うためのものでございま

す。なお、30年度には５億5049万6000円で給食調理場本体を建設する予定でございます。 

 説明は以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○教育施設課長 それでは、引き続きまして、教育施設課補正予算の歳出につきましてご

説明いたします。 

 議案書10ページをごらんください。款10教育費項３中学校費目１学校管理費、細目90、

細々目１学校施設整備事業費、屋上防水改修事業（浜須賀中学校）につきましては、特別

教室棟屋上の防水シートが経年劣化し春先の強風時に破損したため、緊急に防水工事を行

うこととなり、工事請負費として774万4000円を予算計上いたすものでございます。 

 戻りまして、９ページの歳入をごらんください。款21市債項１市債目８教育債におい

て、屋上防水改修事業の財源として、細目１の義務教育施設整備事業債580万8000円を充
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てることとなっております。 

 教育施設課分の補正予算は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○学校教育指導課長 続いて、学校教育指導課長よりご説明申し上げます。 

 議案書10ページをごらんください。款10教育費項１教育総務費目２事務局費節18備品購

入費の説明欄の070-01特別支援教育指導関係経費でございますが、車椅子を使用している

生徒に対応する階段昇降車を購入するため、備品購入費として154万5000円を計上してお

ります。現在、茅ヶ崎市教育委員会では、車椅子階段昇降車を７台所有しておりますが、

今回対象となる生徒は、その身体的な理由により特別仕様の車椅子で生活しているため、

対応できる階段昇降機を保有している中で１台のみとなります。ただし、その１台は別の

児童が既に使用しているというところもあり、また、来年度就学する児童への対応でも必

要となる見通しであることから、新たに購入するものでございます。 

 学校教育指導課の説明は以上です。 

○教育総務課長 教育総務課所管分について、教育総務課長よりご説明申し上げます。 

 議案書10ページをごらんください。中段あたりになりますが、款10教育費項２小学校費

目１学校管理費の欄となります。本補正予算は、６月定例会で報告されました西浜小学校

遊具事故にかかわる国家賠償請求事件の裁判の和解内容に従い、茅ヶ崎市立西浜小学校に

設けられたアマゾンジャングルと称する遊具を撤去することに伴い、新たな遊具を設置す

るための費用として880万2000円を計上するとともに、市内の小学校に設置されている11

基の類似した複合遊具について、安全性の面から点検を行うための費用として62万1000円

を計上するものです。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○社会教育課長 続きまして、社会教育費に関しまして社会教育課長よりご説明申し上げ

ます。 

 議案書11ページをごらんください。款10教育費、項５社会教育費、目２文化財保護費、

細目60文化資料館運営経費につきましては、63万円を増額補正するものでございます。こ

れは教委報告第24号でご報告させていただきました藤間家寄贈文化財保存・管理事業に関

しまして、寄贈を受けました藤間家文化財等を適正に保存管理を行うために必要な諸経費

を補正するものでございます。内訳といたしましては、管理に必要な消耗品や高木剪定な

どの委託料などでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
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○小和田公民館担当課長兼館長 引き続き、議案書11ページをごらんください。小和田公

民館担当課長よりご説明申し上げます。 

 款10教育費項５社会教育費目３公民館費、細目30施設維持管理経費のうち、節15工事請

負費に計上しているものです。小和田公民館は、昭和55年建設され、38年を経過し、施設

が老朽化しております。今回の補正につきましては、北側の外構のフェンスが腐食し、特

に基礎部分の損傷が激しく倒壊のおそれがあるため、急遽補正を計上するものです。今回

の外構の改修工事費は128万6000円を計上しております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○図書館長 引き続き、11ページの⑦図書館所管分について、図書館長よりご説明いたし

ます。 

 昨年12月から庁内においてＬＥＤレンタルの手法を用いると削減効果が見込まれる施設

について、灯具交換を含めたＬＥＤ化実施に向けて検討をしてまいりました。図書館にお

いても、蛍光管を使用した場合の電気料と蛍光灯交換にかかる消耗品費の合計とＬＥＤ化

後の電気料の差額で５年間のレンタル料金を支払っても、これまでの予算額を超えること

がなくＬＥＤ化を実現できるため、減額補正を行うものです。 

 款10教育費項５社会教育費目６図書館費、節11-01需用費-消耗品費及び05需用費-光熱

水費につきましては、計61万7000円を減額し、節14使用料及び賃借料について61万2000円

を増額するため、計5000円の減額となります。なお、５年間のレンタル期間終了後は、市

へ所有権を移すことが可能となるため、現在の電気料とＬＥＤ化の電気料の差額をメリッ

トとして享受することができることとなります。 

 説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○神原教育長 委員の皆様、いかがでしょうか。ご質問、ご意見等があればお願いいたし

ます。 

○城田委員 ２点ほどあるんですけれども、まず１点目が、西浜小学校の複合遊具、これ

は新設ということでよろしいんですか。 

○教育総務課長 現在ある遊具を撤去した後に新しいものを設置します。新設という形に

なります。 

○城田委員 どういったものを。 

○教育総務課長 今、小学校と協議をしているんですが、スロープがあるものですとか、

登り棒みたいなものがあるとか、渡り廊下があるものという形ですが、以前よりも少しス
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ペースが、基準の関係で狭い場所にしか設置できないので、少し小ぶりのものになるのか

と思っております。 

○城田委員 ちょっと安全面が心配になるので、せっかく指摘があって取りかえるのに、

またそこで事故が起きたということになると元も子もないので、その辺のところはしっか

りとチェックをして、選定をしていただきたいなと思います。 

○教育総務課長 今、少し設置場所が狭くなるということも、当時の基準よりも現在の基

準のほうが、壁からの距離ですとか設置物からの距離を長くとらなければいけないとか、

高さにつきましてもおおむね２メーター程度のものを設置しなければいけない。スロープ

などのおり口にはゴムラバーみたいなものを設置するとか、その辺のところは今、業者と

も確認して、現在の基準に合ったもので検討しているところでございます。 

○城田委員 では、もう１点。図書館でＬＥＤ化をするということ。これはもう交換とか

は終わっているんですか。 

○図書館長 これから補正予算をとりますので。 

○城田委員 とってということですよね。 

 どういう工事になるかわからないんですけれども、うちの会社で要は蛍光灯からＬＥＤ

に交換したんですが、安かったのに飛びついたのがいけなかったのかもしれないんですけ

れども、実際に設置した工事がちょっと手抜きで、要は漏電をしてしまったということが

起きております。行政なのでその辺はしっかりしていると思いますけれども、要は実際に

工事をしに来る人の認識だと思うんですけれども、そういった問題も実際にうちの会社で

は起きているので、工事には立ち会うなりして、その辺のところはしっかりとチェックを

していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 今のＬＥＤに関連したお話ですけれども、これは全ての照明をＬＥＤにする

のか、それとも、ＬＥＤにできるところをするのか、それとも、効果があるところをＬＥ

Ｄにするのか。 

○図書館長 全て100％ＬＥＤ化をいたします。ですので、館内、あと館外の照明も全て

行います。 

○伊藤委員 じゃ、向こうの計画を入念にしないと、意外と時間がかかったりすることが

あるようですので、そういうことも注意されたらいいかなと思います。 

○図書館長 今、一応、業者さんに見積もりの段階で見ていただいているんですけれど

も、ちょうど今年の年末は新図書館システムの入れかえがございまして、通常よりは若干
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早く閉館をするんです。３日、４日ほどなんですけれども。その辺のタイミングも狙いま

して、できればそこで工事をやったりとかいうことで、なるべく利用者さんにはご迷惑を

かけないような形でやっていきたいと考えています。 

○神原教育長 ほかにはよろしいですか。 

 特にご意見がなければ、日程第４ 教委議案第28号平成29年度教育費の補正予算につい

ては原案のとおり市長に調製を申し出ることでいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○神原教育長 それでは、原案のとおり決します。 

 次に、日程第５ 教委議案第29号平成28年度歳入歳出教育費決算についてを議題といた

します。 

 担当事務局、説明をお願いいたします。 

○教育総務課長 日程第５ 教委議案第29号平成28年度歳入歳出教育費決算について、教

育総務課長よりご説明いたします。 

 最初に、歳出の教育費全般の決算状況について概略を報告させていただきます。ただい

ま委員の皆様のお手元には平成28年度の決算書及び附属書類の抜粋を用意させていただい

ております。資料の下のほうにページが振ってございますので、そちらを参考にご利用い

ただければと思います。 

 まず、後ろのほうになります。Ａ３の資料のさらに後ろになりますが、１ページに２つ

の表がついている部分になります。それぞれの表の下にページが振ってありますが、214

ページ及び215ページをお開きください。その中で、表の右側の備考欄に掲げてあるもの

が各項目に対する主な事業費となっております。 

 教育費の支出総額は51億8774万9869円、予算現額に対し90.8％の執行率となっておりま

す。なお、こちらにつきましては、翌年度繰越額として２億1327万3760円がございます。 

 同じページの項１教育総務費目１教育委員会費につきましては、教育委員会の運営や表

彰に要する経費を支出したもので、支出済額は598万4031円、執行率は80.1％となってお

ります。 

 214ページから219ページの目２事務局費につきましては、臨時雇用職員経費を初め藤沢

市への教育事務委託、学校教育指導、教育研究研修、青少年教育相談などに要する経費を

支出したもので、支出済額は９億8947万5844円、執行率は98.4％でございました。 

 218ページから221ページの項２小学校費目１学校管理費につきましては、学校管理及び
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教科用の経費、児童の健康管理の経費を初め、小学校各所の修繕や学校管理用備品に要す

る経費などを支出したもので、支出済額は12億2934万4092円、執行率は80.0％でございま

した。なお、鶴嶺小学校地内の埋蔵文化財、宮ノ腰遺跡調査分詳細報告書作成委託料593

万円、松浪小学校及び梅田小学校トイレ改修経費、浜須賀小学校防災機能強化トイレ設置

経費、柳島小学校アスベスト除去経費として１億9423万円を翌年度に繰り越しておりま

す。 

 220ページから223ページの目２教育振興費につきましては、主に要保護、準要保護児童

の保護者に対する就学援助を初め、教育用パソコンの配備及び運営に要する経費などを支

出したもので、支出済額は３億1992万1611円、執行率は91.1％でございました。 

 222ページから223ページの目３学校建設費につきましては、主に小和田小学校給食調理

場建設にかかる経費を支出したもので、支出済額は５億9300万2000円、執行率は86.3％で

ございました。なお、今宿小学校給食調理場建設設計委託料1306万3760円を翌年度に繰り

越しております。 

 次に、222ページから225ページの項３中学校費目１学校管理費につきましては、学校管

理及び教科用の経費、生徒の健康管理の経費を初め中学校各所の修繕や学校管理用備品に

要する経費を支出したもので、支出済額は４億6729万6604円、執行率は95.4％でございま

した。 

 224ページから227ページの目２教育振興費につきましては、主に要保護及び準要保護生

徒の保護者に対する就学援助を初め、教育用パソコンの配備及び運営に要する経費などを

支出したもので、支出済額は１億9926万4454円、執行率は95.8％でございました。 

 226ページから229ページ、項４学校給食費目１学校給食管理費につきましては、学校給

食の管理運営のほか、給食調理施設の維持修繕に要する経費を支出したもので、支出済額

は４億8874万4671円、執行率は97.3％でございました。 

 続きまして、228ページから239ページまでの社会教育費についてご説明いたします。 

 228ページから231ページの項５社会教育費目１社会教育総務費につきましては、事務

局管理経費のほか、社会教育講座等会議、研修に要する経費を支出したもので、支出済額

は４億3236万1684円、執行率は99.5％でございました。 

 230ページから233ページの目２文化財保護費につきましては、文化資料館の管理運営や

高座郡衙保存整備事業、下寺尾七堂伽藍跡詳細確認調査事業、埋蔵文化財の調査等に係る

文化振興財団への補助等に要する経費を支出したもので、支出済額は１億4030万129円、
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執行率は95.6％でございました。 

 232ページから235ページの目３公民館費につきましては、市内５公民館の業務管理及び

施設の維持管理、公民館の活動に要する経費を支出したもので、支出済額は8785万3877

円、執行率は91.2％でございました。 

 234ページから235ページの目４青少年対策費につきましては、小学校ふれあいプラザ事

業など青少年健全育成事業を初め、青少年広場の整備事業、子どもの家運営費などに支出

したもので、支出済額は6514万7243円、執行率は92.5％でございました。 

 234ページから237ページの目５青少年施設費につきましては、青少年会館、海岸青少年

会館の管理運営、業務運営及び海岸青少年会館移転事業に要する経費を支出したもので、

支出済額は3570万9102円、執行率は91.9％でございました。 

 236ページから239ページの目６図書館費につきましては、図書館及び香川分館の管理に

要する経費のほか、貸し出し用図書及び視聴覚資料の購入、子ども読書活動推進事業など

に要する経費を支出したもので、支出済額は１億3334万4527円、執行率は96.9％でござい

ました。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。なお、歳入につきましては、歳出のよ

うに教育費としてまとまった捉え方をしておりませんので、主な科目のみ説明させていた

だきます。 

 資料につきましては、同じ冊子の中のＡ３の用紙３枚のものがございます。資料の右下

にアスタリスクつきのページが振ってございます。Ａ３の３枚目の資料で右下にアスタリ

スクの３のついた資料をごらんいただきたいと思います。一番左、課名等の横に、年度別

に款、項、目、節、細節と並んでおります。中段あたりになりますが、款14国庫支出金項

２国庫補助金目８教育費国庫補助金節１小学校費補助金細節３小学校施設整備費補助金及

び細節４小学校施設整備費補助金（繰越分）につきましては、小学校の施設整備に関する

補助金を収入したもので、収入済額は4872万2000円でございました。 

 次に、同じところの節３文化財保護費補助金細節１文化財保護費補助金及び節２文化財

保護費補助金（繰越分）につきましては、主に文化財の保護に関する補助金を収入したも

ので、収入済額は4840万円でございました。 

 歳出につきましては、主なもののみを説明させていただきました。説明は以上で終わり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○神原教育長 説明が終わりました。ご意見、ご質問がございましたらお願いいたしま
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す。 

○城田委員 ２点ありますけれども、まず１点目、歳出のほうの215ページにあります教

育情報ネットワーク事業ということで1280万円ぐらい支出しているんですけれども、この

ネットワーク事業はどういったものかということを確認したいのと、教職員に対してのパ

ソコンの普及率もあわせてお聞かせ願えればと思います。お願いいたします。 

○学校教育指導課長 学校教育指導課長より、今のご質問にお考えします。 

 教育情報ネットワーク事業とはどういうものかということについてご説明をさせていた

だきますと、茅ヶ崎市内の32校、小・中学校及び学校教育指導課、それから教育センター

をつなぐネットワークを今設けております。真ん中にサーバーを置いて全学校がそこにア

クセスをできるようにすることによって、それぞれの学校が持っている教育情報を、要は

デジタルになりますので、それを共有することができるような環境を整えております。 

 それから、それぞれの学校が授業の中で使えるような教育コンテンツもネットワークの

中にファイルをして、それぞれの学校のニーズに合わせた使い方をしていただけるような

環境をつくっております。その中で、学校同士でメールのような機能を使って教育委員

会、教育センターから情報を発信したり、情報をこちらに提供いただいたりということ

で、市内に情報が流れるようにしております。実際に小学校の外国語活動の実践指導案の

事例集だとかをここ数年挙げられていたり、教育センターのほうでつくっている「私たち

の茅ヶ崎」の中学校版については、そちらのほうでコンテンツとしても閲覧できるように

なっています。 

○教育総務課長 教育総務課長より、パソコンの配備の状況につきましてご説明申し上げ

ます。 

 各学校には教育用パソコンと教育事務用パソコンというものがあるのですが、教育用パ

ソコンは授業で使うパソコンになります。先生方が事務を処理するには教育事務用パソコ

ンを使っていただく形になります。こちらのほうは、当初は本当に２人に１台ぐらいの配

置だったのですが、リースがえの機会等をつかんで少しずつふやしてきております。です

が、学校からの要望の中で、事務室に入れてほしいですとか、保健室ですとか、あるいは

栄養士さんにパソコンを置いてほしいという要望があると、ちょっとそちらのほうを先に

設置したりしておりますので、職員室自体にあるパソコンのふえ方が少なくなっている形

でございます。現在、当初の２人に１台という状況は少しずつ改善されておりますが、ま

だ１人１台パソコンにはしばらくお時間をいただくような形になるかと思っております。
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なお、繁忙期につきましては、教育用パソコンを一部使っていただけるような体制を組ん

でいるところでございます。 

○城田委員 今説明いただいたネットワークには事務用パソコンがアクセスできるのか、

それとも専用のパソコンしかそのネットワークにはのっかってこないのか。 

○教育指導課長 職員室で使われる基本的には事務用のパソコン、それからイントラ用の

メインのパソコンが１つありますけれども、その辺のやりとりなど、あと、コンテンツを

見ることについてはどのパソコンでもできるようになっております。メールのやりとりに

ついては、子供たちが使うコンピュータルームからそこにアクセスするというのはちょっ

とまずいので、職員室の環境の中でつくっているネットワーク、そこからアクセスができ

るようになっています。 

○城田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 もう１点。235ページのところに出ています宇宙飛行士展示コーナー関連事業というこ

とで、これも430万円ぐらい支出をしているんですけれども、具体的に今この展示はどん

な感じなんですか。 

○青少年課長 青少年課長、お答えします。 

 この宇宙飛行士展示コーナーは、茅ヶ崎市のゆかりの宇宙飛行士の宇宙活動関係資料や

映像コーナーを設置した展示コーナーとして、神奈川県に特にお願いいたしまして、神奈

川県の藤沢土木事務所の汐見台庁舎なぎさギャラリーに設置されているものです。８月４

日には４万人を達成した状況でございまして、また、青少年に人気がある宇宙教室もこの

会場で実施しておりまして、展示コーナーの周知が進んでいると認識しております。ま

た、その費用対効果等もございますので、28年度につきましては、宇宙飛行士展示コー

ナーの案内動画も作成し、配信しております。また、展示のリニューアルの取り組みを行

い、また、過去に行った宇宙教室の体験コーナーも設けるなどいたしまして、新規の人だ

けではなくリピーターの来場者数もふやすような取り組みに努めております。私どもとし

ては、引き続きこのなぎさギャラリーに開設していきたいと考えております。 

○城田委員 今、費用対効果というのが言われましたけれども、まさに４万人って、今ま

での累計ですよね。 

○青少年課長 そうですね。 

○城田委員 10年ぐらいやっていて。 

○青少年課長 ちょうど20年からですので、８年ぐらいです。 
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○城田委員 ８年で４万人を考えての費用対効果というところもやっぱり考えなきゃいけ

ないのかなと。年間４万人だったら全然費用対効果はあると思うんですけれども、８年で

４万人ですから、やっぱりその辺のところ、この財政の厳しい中、それだけかけているわ

けですから、もう少しインパクトのある事業にしていっていただくようにお願いいたしま

す。 

○神原教育長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、特にご意見がなければ、日程題５ 教委議案第29号平成28年度歳入歳出教育

費決算については原案のとおり市長に調製を申し出ることでいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○神原教育長 それでは、原案のとおりと決します。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしました。これをもちまして本日の定例会を終了いた

します。 

午後３時59分閉会 

 

 


